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司会：脇祐三・企画委員（日本経済新聞執行役

員コラムニスト） きょうはＩＥＡの前事務局長

の田中伸男さんにお越しいただいております。 

11 月 22 日に、現ＩＥＡ事務局長のファン・デ

ル・フーフェンさんが World Energy Outlook（ワ

ールド・エナジー・アウトルック）の説明をここ

でなさったのですが、きょうはそういう新しいエ

ネルギー情勢、グローバルなエネルギー情勢の変

化を踏まえて、それが日本にどういう意味がある

のかというお話をうかがいたいと思います。日本

では 3.11 の後に、原発の是非というところに限

定されたエネルギー論争が続いているわけです

が、ガラパゴス的にいろんなことを話しているだ

けではなくて、日本はこれからどういうエネルギ

ー政策、戦略を考えなければいけないかというこ

とを、グローバルなコンテクストの中で考えてい

く必要があります。きょうは、そういう趣旨のお

話がいろいろ出てくると思います。それではよろ

しくお願いします。 

エネルギー安全保障はアジアでの争いに 

田中伸男 前ＩＥＡ事務局長 こちらでお話

をさせていただくのは、これで 5回目だそうでご

ざいます。ＩＥＡの事務局長時代に 4回ここに参

ることができまして、大変ありがとうございます。 

2週間前に、私の後任のマリア・ファン・デル・

フーフェンが来て説明した資料をそのまま一部

使いますけれども、彼女が、日本についてそれが

どういう意味があるかというところまでは言及

をしていないので、僕がみてどういうふうにそれ

を解釈するのだということも踏まえて、ＩＥＡの

データを使いながらご説明をさせていただきた

いと思います。 

ポイントは、これからエネルギー消費が 2035

年にかけて約 35％伸びますけれども、そのうち

の大半は、全部といってもいいのですが、途上国

で起こり、かつアジアがほとんどその増を占める

のです。もちろん、中東も伸びますけれども、中

国、インドを中心とする、国がエネルギー源を取

り合う。先進国の持つウエートというのは、昔は

60％あったのが、いまや 30％ぐらいに落ちてい

ますので、エネルギーセキュリティというのはす

べからくアジアの国をめぐる争いなのです。です

から、一体、アジアがエネルギーセキュリティを

どう考えるかということなのです。 

ＩＥＡは、私がいたときには、グローバルな組

織ですから、先進国の間で石油を融通し合って、

どうやって石油の供給先の価格を安定化するか、

これがエネルギーセキュリティそのものだった

わけですけれども、これからの世界は、もう石油

と自動車の文明の時代はすでに終わり、ガス、石

油、石炭、原子力、それから代替エネルギー、要

するにそういったいろんな電源を使った電気の

時代になるのです。電気で電気自動車を走らせる。

そのときのエネルギーセキュリティは、たぶんい

ままでの石油を備蓄しておけばいいというセキ

ュリティと違うのですね。電力をいかに安定供給

するか、必要ならためる、必要なら隣から買って

くるという、こういうセキュリティを考えること

が必要で、ヨーロッパはそれをやりつつあるとき

に、一体アジアはどうするんだ、ということなの

です。 

それで、このグラフを彼女は、使いませんでし

たけれども、35％増える中で、どこが供給先とし

て増えるかというと、このガスとやっぱりリニュ

ーアブルが増えるのですが、ＩＥＡのニューポリ

シーシナリオでは原子力も増えるのです。2011

年のワールド・エナジー・アウトルックよりは伸

びは減りますけれども、それでも原子力は約60％、

2035 年にかけて伸びていく。決してＩＥＡが原

子力はもう後ろ向きに、もうこれから減っていく

んだと言っているわけではない、というのはちょ

っとポイントとして押さえておく必要がありま

す。もちろんリニューアブルは 8割ぐらい増えま

すから、相当増えるのですけれども、原子力の役

割は決して小さくならないのです。 

それから、彼女が言ったもう 1 つ重要なのは、

もちろん北米における新しいシェール革命であ

ります。石油の中でも、非在来型の石油、シェー

ルオイル、または軽質タイトオイルというのが増

えていく。それからガスの世界でも、在来型のガ

スは減りますけれども、非在来型のシェールガス

が増えていく。シェール革命によって、アメリカ

は化石燃料に関する限り、いよいよ輸出できる。

ガスは輸出できる。石油は輸入が大きく減るので

すけれども、カナダのオイルサンドと一緒にすれ

ば、北米のエナジーインディペンデンスというの

は、実に 2020 年ごろには実現するかもしれない。

実は、こういうのが今回のワールド・エナジー・

アウトルックの 2011年からの 大の変化です。 

いままで、ガスのゴールデンエイジが来るとい

うことで、シェールについてはガスが変わるとい

うメッセージだったのですが、今回のアウトルッ

クでは、石油も変わる。アメリカはいまやサウジ

を超える生産国に 2020 年ごろになる。この図を

みると、確かに日量 1,100 万バレルぐらいの生産

能力になって、サウジはもっと大きいキャパシテ
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ィーを持っているかもしれませんけれども、生産

量がそこまで行ってない可能性があるので、アメ

リカが、確かに世界一の生産国になる可能性はあ

ると思われます。そこだけが大きなメッセージに

なりましたけれども、むしろそれよりも、アメリ

カのインディペンデンスというものの意味、これ

が重要なのです。 

それからもう 1つの大きなポイント、彼女が言

ったのはイラクです。イラクは確かに政情不安定

な状態がまだ続いていますけれども、これが安定

さえすれば、石油生産の増では、相当なものを占

めて、いま、日量 300 万バレルぐらいですけれど

も、これが 600 万バレルぐらいになり、さらに

800 万バレルを超えるように伸びていく、こうい

うことであります。 

イラク政府そのものは、日量 1,200 万バレルま

でいけると言っている。そこまではさすがにちょ

っと楽観的になれないので、ＩＥＡは半分ぐらい

に見通しを抑えているわけですが、これがもっと

いけるかもしれないのです。 

では、輸出先がどこになるかというのがおもし

ろくて、ほとんどがアジアなのです。なかんずく

大きいところは中国になるわけです。したがって、

イラクと中国の関係というのは非常に深まるわ

けで、中国がいま、中東においてイランに非常に

テコ入れしていますけれども、それに加えてイラ

クとの関係を大事にする。かつ中東に依存する状

態が増えますので、中東がいかに安定しているか

というのが、中国にとっては大変重要な戦略的な

意味を持ってくる。そうすると、いまのような、

もうアメリカに抑えてもらえばいいよと、アメリ

カが中東和平をやってくれという、何となく放り

出した態度から、みずからそれなりの意思を持っ

て、中東和平に関与する必要があるというふうに

考えるかもしれない、という意味で、このイラク

と中国のつながりを注目してみる必要があるの

です。 

そういう意味でＩＥＡが、中東からの石油がア

ジアへ行く、新たなシルクロードだと、「エネル

ギーシルクロード」というコンセプトを打ち出し

て、中東と中国のリンケージを、ものすごく今回

前に出したというのは、大変おもしろいジオポリ

ティカルなメッセージなのです。 

この場合に、赤いところでみれば明らかなよう

に、伸びるのは中国であり、インドであり、日本、

韓国であり、ＡＳＥＡＮであります。アメリカの

中東からの輸入がほとんどゼロになってしまう。

これがアメリカが中東に対するジオポリティカ

ルなコミットメントを減らすのではないかとい

うことの象徴的な証拠なのです。 

ただ、もちろんアメリカの政府関係者と議論す

れば、我々はイスラエルがそこにある以上、イス

ラエルをめぐる中東和平に対してはコミットし

ているし、石油の値段というのは国際マーケット

で決まって、アメリカの値段が別に中東と無関係

にあるわけではないので、中東の安定というのは、

石油価格の国内での安定にも重要な意味がある

から、おれたちはそこに居続けるというふうに言

います。確かにそれはそうだろうと私も思うので

すが、ただし、そこで何か軍事的な衝突が起こっ

たり、血を流すような兵隊がいた場合に、一体、

おれたちはだれのために血を流しているんだと、

必ず世論とか議会は言うことになるわけです。 

その場合に、それは中国のためか、インドのた

めか、日本、韓国のためかと、必ず世論は言うの

で、そのときこういった国々は、おまえたちも一

緒に軍艦を出せ、掃海艇を出せ、血を流せ、旗を

立てろ、金を出せと、必ずこういうふうになって

くると思われます。 

そのとき、中国はシルクロードでつながってい

ますから、おれたちもやらなきゃいけないかなと。

本当はアメリカに太平洋なんかに出てきてもら

いたくなくて、中東にいて、あっちを面倒みてく

れないかな、それが一番おれには安上がりなんだ

けど、こう思っているわけですが、そうはいかな

いよと。あんたらもちゃんとやりなさい、といっ

たときに、中国とアメリカが、グローバルガバナ

ンスというか、中東の和平に対して手を握ってＧ

2で何とかしようと思うかもしれないですね。 

そのとき、日本は一体どうするのか。日本は、

中東の問題について軍艦を送ることは、いまもし

戦闘行為がある場合には、これは憲法が禁止して

いますからできませんね。ただし、集団的自衛権

ということで、アメリカとの関係において日米安

保条約の中で、このシーレーンは周辺事態であっ

て、この安全を守るためにおれたちは集団的自衛

権を行使する、といって参加することはあるかも

しれない。けれども、これは大変な解釈問題か、

安保条約の改定問題という、また大きな問題を引

き起こすので、日本はそれだけの意思を持ってい

るかどうか、ということが試される可能性がある

という意味が、この図にはあるのです。 

ここまではさすがにファン・デル・フーフェン

も説明しなかったと思いますので、皆様に申しあ

げました。エネルギーの世界が非常に大きく変わ

ることによって、アメリカのインディペンデンス
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が、そういうジオポリティカルなコンテクストを

持っているということを頭に置いて、エネルギー

政策を考える必要がある、ということなのです。 

ガスの世界は、これもまたおもしろいのですが、

確かにゴールデンエイジになって、非常にガスが

多様化する、産ガス国がシェールガスによって、

またはコールベッドメタン（炭層メタン）によっ

て多様化するのはいいことなのです。いまは非常

に単純なガスのフロー、パイプラインとＬＮＧで

すけれども、ロシアからヨーロッパ、北アフリカ

からヨーロッパ、中東からいろんな地域へ、それ

からＡＳＥＡＮから日本は大量に買っています。

ガスは約 3 割ぐらいＡＳＥＡＮから買っていま

す。それからオーストラリア。こういったフロー

なのですが、これが 2035 年になると、もっと複

雑になってきます。ご存じのように、北米がもち

ろん余りますので、北米からの輸出が起こる。た

だし、ＩＥＡの数字は、北米からの輸出はそう大

した量にはならないと言っています。 

それから、ＡＳＥＡＮは国内の需要がどうして

も高まりますので、輸出余力が減ってきます。し

たがって、日本は明らかにＡＳＥＡＮからいまは

大量に買っていますけれども、これができなくな

るので、どこかよそから買わなければいけないで

すね。その場合、どこから買うかというと、この

図によればアフリカが 1 つ大きなチャンスとし

て出てくる。それからオーストラリアですね、い

までも相当買っていますけれども、これからさら

に増える。ただし、オーストラリアは非常にいま

バブルというか、資源バブルで大変労働コストな

どが上がっているので、これからさらに増やすと

なるともっと高くなりますから、安いものを買お

うとするとオーストラリアというのは必ずしも

ホープフルではないのです。 

そうしますと、やっぱりロシアなのです。ロシ

アはいまは確かに西を向いて、ヨーロッパに売っ

ておりますけれども、ロシアの対ヨーロッパ依存

というのは、後で表が出てきますが、ロシア産ガ

スの 7割ぐらいがヨーロッパに行っている。ヨー

ロッパからみると、3割をロシアから買っている

ので、もしヨーロッパが 1つになりますと、ロシ

アは非常に弱い立場になるのですが、できるだけ

ロシアとしてはこれを減らして、東側に売りたい。

特に中国にいずれ売りたい。だけども、中国でガ

スを買う場合に、それが何を代替するかといえば、

石炭を代替するわけですから、それなりに安い値

段じゃないと買わないよ、と必ず言われますので、

なかなかいま価格交渉がまとまっていません。こ

れがまとまっていないために、ロシアはまだパイ

プラインで中国に売れていませんけれども、その

前に、日本と韓国に売りたい、こう思うのが当た

り前です。 

日本と韓国がいまの値段よりは少し安い値段

でも買ってくれれば、これは中国に対する大変な

牽制になりますから、ロシアとしてはまず日本と

韓国、アジアパシフィックに売り込んで、ＬＮＧ

を使って売り込んで、その次に中国と交渉する。

これが彼らのエネルギー戦略になっていくわけ

でありまして、日本は、そういった意味ではロシ

アと何らかの形で手を握って、ＬＮＧもさること

ながら、パイプラインでガスを買ってくるという

のはものすごく重要な多様化の 1 つの手段だろ

うと思います。 

こういった流れの中で、やっぱり多様化をする

ためにいろいろな手段を日本も考えていく。かつ

輸送もいろんなところから出てきますから、この

セキュリティのことも考えなくてはいけない。確

かに多様化することは、買ってくる方にとっては

非常にセキュリティ上いいことではありますけ

れども、逆に考えることも多くなる。またこうい

うバランスを考えながら価格を考えていかない

と、トータルとして得にならない、ということで、

また頭を少し使わなくてはいけない時代が来る

ということなのです。 

これは、さっき言ったことと同じですけれども、

ガスと石油の輸入依存度を、いまの青いところ、

それから 2035 年の赤いところと比べた図なので

すけれども、彼女が説明した図にはＡＳＥＡＮが

入ってなかったのですが、ＡＳＥＡＮを入れると

非常にはっきりするのです。これをみれば明らか

なように、アメリカ以外は全部輸入依存度が高ま

り、輸出依存度が下がる。 

したがって、これをみれば明らかなように、北

米がエネルギーインディペンデンスになるとい

うことは、アメリカのひとり勝ちなのです。どう

アメリカがひとり勝ちするかというと、ダニエ

ル・ヤーギンが言っていた非常におもしろい説明

があります。アメリカのいまの貿易収支の赤字の

うち 6割は石油輸入代金であります。それが大幅

に改善するということは、これが国内の新しい需

要を生む、また国内で生産されるガス、石油に対

して非常に高い賃金が払われるということです。

それから、安いガスを使って発電されますから、

電力コストが非常に安い。それから、安いガスを

使ったペトロケミカルがどんどんまたつくられ

ますので、そういった産業が出てくる。 

ということで、アメリカの産業競争力は、ほか
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の国と比べて非常に高まる可能性があるのです。

「どうぞ、日本の企業群、アメリカに来てくださ

い、中国じゃなくて」という時代が来るかもしれ

ません。したがって、この 10年、20年というの

は、アメリカが大変強くなる時代なので、そのと

き一体日本は何を考えるか、これもまたちょっと

頭に置いておかなくてはいかん問題だろうとい

うふうに思います。 

イラン危機への備えを 

それから、これは彼女は言っていませんでした

けれども、彼女も、やはりＩＥＡの事務局長とし

てイラン危機が起こるかどうかというのは、相当

大きな問題で、これは、もし起こるとＩＥＡの事

務局長にとっては悪夢のシナリオになるのです。

世界の石油生産の 2割、それから石油の貿易のう

ち約四十数％、5割近い量がホルムズを流れてい

ますし、日本の石油輸入に至っては 85％、それ

からガスは 2割、そういう非常に高いものがこの

ホルムズを通ります。このウエートというのは、

今後さらに増えるのです。 

この問題は、もし万が一それが起こると、日本

にどのくらいインパクトがあるかという計算を

してみたのですが、去年の8月だったか9月の「中

央公論」に書いたのですけれども、もしホルムズ

海峡が封鎖される、またはそれに近い事態になっ

て、タンカーが行かない、例えば石油の値段が倍

に、160 ドルぐらいになったとすると、それがあ

る程度の期間続くと仮定いたしますと、日本の経

常収支の黒字はすぐにふっ飛ぶのです。2011 年

に 9兆円ありますけれども、それが、価格が倍に

なりますと赤字の 6兆円、もし原発が全部ほとん

ど動いていないと仮定しますと、赤字は 12 兆円

になるということで、こんなものが出てくると、

日本の財政、要するに国債に対する信認、または

円に対する信認がなくなって、いよいよ日本から

資本が離れていく。円安になりますから、買って

くる石油の値段がもっと高くなりますし、もし資

金がコモディティーに流れれば石油はもっと上

がる。こういうことで、スパイラル的に日本経済

は悪くなってしまう。こういうのが複合危機と称

する事態なので、それに対して我々は十分準備し

ておかなければいけないのではないかというふ

うに思うのです。 

実際、これが起こるかどうか、一番大きな可能

性としては、イスラエルがイランの核施設を攻撃

する可能性ですけれども、ネタニエフ首相は、9

月末の国連総会で演説をしまして、「レッドライ

ン」と称する待てる期限、それ以上待つと、イラ

ンが原爆をつくるに足る量の濃縮ウランを持っ

てしまうステージは、来年の春から夏にかけてで

ある、こう言っているのです。 

アメリカの大統領選があったものですから、大

統領選までは絶対に攻撃などしてくれるなと、こ

ういうふうに米国はイスラエルに言っていたは

ずなので、それが終わったいま、また来年の初め、

1 月にイスラエルの総選挙がありますけれども、

そういうことも考えると、それから春までの間と

いうのは、極めて攻撃が起こるリスクが高くなっ

ている可能性があるので、我々はそれに対して、

少なくとも十分準備をするか、それを想定したシ

ナリオをつくっておかないとえらいことになる

という気がするのです。 

確かに、攻撃だけではなくて、イラン制裁で、

かなりイラン経済は困っております。イランが自

暴自棄になって、ペルシャ湾にいる米国の艦隊に

対して、何らかの偶発的なことで軍事衝突が起こ

る可能性も排除しないわけであります。このホル

ムズ封鎖というのは、ある程度想定しておいたほ

うがいいように、私は思うのです。“千年に一度

の津波”というのが去年の話だったわけですけれ

ども、イラン危機というのは千年に一度よりはも

っとはるかに頻繁に――40 年前にも起こったわ

けですから――起こると考えて準備しておかな

いと、「想定外で、ごめんなさい」と言ったので

は話にならない。いまの政府が果たしてそれを想

定して何か準備をしているかというと、残念なが

ら、そういう感じがしないものですから、いま、

大きな声でこういうことを言っているわけです。 

もし起こった場合に、ＩＥＡはどのくらいそれ

を支える能力があるか、というのを単純に計算し

てみますと、ＩＥＡが石油に関する限り、いま

16 億バレルの公的な備蓄があります。これを使

って 1 日 200 万バレル放出すると約 2 年間もつ、

400 万バレルだと 1年間もつ。その第一次石油シ

ョック、第二次石油ショックというのはその程度

なのですけれども、ホルムズ封鎖は、1,300 万バ

レルですから、桁が違う。これになってしまうと

もうお手上げに近い、数カ月もてばいいほうなの

です。よしんば全部放出できるとしてですから、

それはなかなか難しい。 

ＩＥＡは、ヘンリー・キッシンジャーと手を携

えておりますのは、もともと彼が国務長官のとき

につくった団体でありまして、やっぱりエネルギ

ーセキュリティのために備蓄をするということ

でつくったのですが、今後は、実は中国、インド

とかそういうところと協力していかないと、ＩＥ

Ａの備蓄はワークしなくなってくるわけであり
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まして、ファン・デル・フーフェン事務局長に対

してどなたか質問されたと聞きましたけれども、

中国、インドが同じように備蓄を積んでいくと、

その持つウエートは、ＩＥＡの備蓄の量と大して

変わらなくなってしまうのです。 

したがって、ＩＥＡが放出するだけではだめで、

むしろ彼らと協力して放出していかないと、世界

のマーケットに対してインパクトを持つことが

できないということになります。いまは、まだま

だ協力の段階ですけれども、何らかの形でＩＥＡ

に入ってもらうか、もう 1つは中国が言っている

のは、いやいや、別にアメリカに頼ることはない。

アメリカはむしろインディペンデンスになって

しまうのだから、輸入する必要がほとんどないと

いうことは、逆にＩＥＡの備蓄義務で言うと、90

日の量というのは、ほとんどゼロに近づくわけで

す。ですからＩＥＡが必要とするアメリカのコミ

ットメントも下がってしまうのですね、アメリカ

のインディペンデンスとともに。 

したがって、今度は中国、インドと一緒にやら

ないようなＩＥＡは意味がないので、中国にして

みれば、いやいやアジアにＩＥＡをつくったらい

いじゃないかと。「さあ、皆さん、この指とまれ」、

こうなったときに、一体日本はどうするかという

ことです。残ってＩＥＡにいるのか、アメリカは

インディペンデンスになってひとり勝ちになっ

ている。中国はこういう形で一生懸命自分のセキ

ュリティを高めようとする。そのとき日本はどう

するんだという問題もいずれ起こると思わなく

てはいけない。 

シェールガスの革命の話はもうあちこちでや

っていますので、これ以上やりませんけれども、

価格問題ですね。どうすればＬＮＧの値段を下げ

られますか？ これはよく聞かれる質問なので

す。皆様ご存じのように、アメリカに比べれば 5

倍の値段を払っている、ヨーロッパにと比べても

5割増しの値段を払っているというので、何とか

なりませんかねということ。確かにいろいろなソ

ースから持ってくる、いまのだけではなくて、ソ

ースを多様化する、これも重要ですね。それから

モードを多様化する。つまりこれはＬＮＧだけじ

ゃなくて、パイプラインで持ってくる。これはロ

シアとの話ですが、そういうことも非常に重要だ

ろうと思います。水素で持ってくる、後でちょっ

とみせますけれども、そういう可能性すらありま

す。それから消費国連合ということで、フォーミ

ュラを改定する。例えば仕向地がいま規制されて

いるのです。日本が買ったものは日本にしか持っ

てこれないような契約で買っているわけですけ

れども、これを、隣の国、違った仕向地に行かせ

るようなフォーミュラに、ほかの国と連合して直

す、これも 1つの手なのです。 

実を言いますと、ＥＣのルールでは、仕向地を

こういう形で規制、固める、拘束するのは法律違

反です。ＥＣは、競争法上そういった競争制限的

な行為を禁止していまして、ＬＮＧで運んでも、

パイプラインで運んでも、これはだめなのです。

ですから、逆に言えば日本とアジアだけがこうい

うことを、産ガス国から言われているわけなので、

団結してやればこういうものは取っ払うことが

できるのだろうと思うのです。そうすれば、アジ

アにマーケットがつくれる。アジアでハブをつく

りたいという議論がよくありますけれども、こう

いったことをまずやらないとなかなかできない。 

ＬＮＧをどう安く買うか 

もちろん、アメリカが輸出すると価格はたぶん

安くなるので、これをてこにするというのは非常

に重要だろうと思います。そういった供給サイド

からのいろんな手段をとる必要はあります。ただ

し、供給だけではなくて、やっぱり国内の需要、

ガスへの需要を減らしていかないと、これはなか

なか難しいことなのです。それは、やっぱり原発

をやめると言ったのでは、「たくさん売ってくだ

さい、原発やめました、安い値段で」、とこう言

ってもなかなか産ガス国はそう言わないので、

「まあまあまあ、マーケットで決めますよ」と。

先般、ＬＮＧをめぐる国際会議を日本がホストし

て、いろんな国が参りました。これは、さすがに

日本は大輸入国ですから、関係国がいろいろと来

て議論しておりましたけれども、原発をやめると

言っておいて、安くしろと言っても無駄で、足元

をみられる。まずこういうことは言わないで、む

しろ今後とも続ける、こう言ったうえで安く買っ

てくるのが常識だろうと私は思います。 

もう 1つは、安く買うためには、国内で安く買

いたいと思う人がいないとだめでありまして、い

ままでは電力会社もガス会社も総括原価主義で、

高くても消費者に全部転嫁できたわけですから、

そういう競争がない地域独占の世界では、安く買

ってこようというインセンティブはないわけで

あります。むしろ安定供給こそ大事だと経産省も

言っていたので、そうすると安くするインセンテ

ィブはどんどんなくなって、ますます高くなって

しまった。国内の電力市場改革、ガス市場の競争

強化、こういった改革をしないと、それは安くな

らない。こういう国内での制度改革もやはりガス

価格を下げていくのには必要ではないかという
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ふうに、私は思います。 

これがそのＩＥＡがワールド・エナジー・アウ

トルックの中で、ガスコストとして計算したもの

です。アメリカのヘンリー・ハブ(Henry Hub）の

値段の上に、液化の値段、それから輸送の値段を

乗っけると、日本への輸出価格が、まあいまぐら

いのレベルであればマージンをとっても十分ペ

イしますね。ヨーロッパにはちょっと輸出しても

もうからないので、あまり進まないかもしれませ

ん、という分析なのです。 

現に、いま、日本がガルフの液化施設に投資し

て、そこから買ってくる場合に、ヘンリー・ハブ

の価格をベースに買ってくるような契約形態に

なりつつありますので、アメリカから買ってくる

ものが安くなると、やはりそれはそれなりにほか

の国に対するインパクトはあります。ただ、どの

くらいの量になるか、これも問題ですし、ヘンリ

ー・ハブの値段も、これからアメリカの国内での

ガス需要はどうしても増えますので、この図でみ

ても明らかですけれども、上がってしまいますと、

それはいま期待しているような安い値段ではな

かなか入ってきにくいかもしれないというのも、

これまた事実でしょう。 

これはロシアと日本の関係ですけれども、さっ

きちょっとロシアからもっと買ったらいいとい

う話をしましたけれども、ＬＮＧでみると、いま

ロシアは日本が買っているうちの 9％、ロシアが

売っているうちの 4％なのです。したがって、ま

だまだ増やせるのではないかと思います。 

というのは、ロシアは信頼されるサプライヤー

だろうか、必ずこういう議論があるのですけれど

も、確かにドイツがロシアから昔パイプラインを

つくってガスを買う政治的な決断をしたときに、

やはり国内で信頼できないという議論があって、

1つの考え方として、まあ 3割ぐらいまでなら買

っていいというのを決めたのです。それで、現在、

ヨーロッパは、トータルとしてみますと大体ヨー

ロッパ需要の 3割なのです。 

他方、ロシアからみると、ヨーロッパは自分の

輸出の 7割ということで、大半を占めているわけ

ですが、そのヨーロッパの中でも、東にあるポー

ランド、チェコとか、ルーマニアとか、そっちは

ものすごく高いわけですけれども、西側はほとん

ど、一部ゼロの国もあるぐらいです。その地域に

よって確かにばらつきはありますが、ヨーロッパ

がワンボイスでしゃべれる、または交渉できるよ

うになれば、ロシアにとって、実は大変脅威であ

るわけです。けれども、残念ながら、ヨーロッパ

はそこまで団結していないために、どうしても抜

け駆けをする、俺が自分でリードしたほうが得だ

と、こう思う国がありますので、ロシアからみる

と、分断統治が成功している。 

ですから、日本も、こういった中でガスは非常

に多様な国から実は買っているんですけれども、

今後ＡＳＥＡＮが減っていくという中で、どうい

うふうな組み合わせで、どう買っていくのが一番

日本に有利なのかということに頭を使わなくて

はいけない時代になります。 

これは中国からみたさっきのアメリカがもし

引いていったらどうなるかという図なのですが、

ガスはトルクメニスタンとか、ミャンマーからい

よいよパイプラインで買い始め、石油もカザフ、

ミャンマー等々から買っています。ロシアからも

石油はパイプラインで、買っていますが、ガスは

まだ点々（……）なのです。それを補うために、

アフリカやら中東やらからシーレーンで持って

くる。ＬＮＧ基地に入れるということで、中国に

とってこの南シナ海、東シナ海は、そこにある資

源もさることながら、シーレーンという意味では

非常に重要な戦略的な位置を占めるということ

はよくわかると思います。ホルムズ海峡、マラッ

カ海峡の重要性というのは、彼らにとっても頭の

痛い問題になってくるということは、もう間違い

ないわけですね。このとき一体、日本にとってシ

ーレーンをだれに守ってもらうか、アメリカがい

なくなったら中国なのか、それとも自分で守るの

か、この辺の覚悟を国民が議論しなければいけな

い時代がいずれ来ると私は思います。 

ロシアからみるとこういうことで、西を向いて

いるパイプライン網ですが、東にこれから延びて

いく。まだ東シベリア、資源も西シベリアのもの

がだんだん枯渇して、東に開発の中心が移ってい

きますと、そこからパイプラインを引くとなれば、

西に持っていくよりは東に持っていこうという

ふうになるのが一番あり得るわけであります。い

ま、ウラジオストクにサハリンからパイプライン

を引いて、そこでＬＮＧにしてという構想が進ん

でいますけれども、サハリンのガスは大した量が

ないので、これからはむしろ東シベリアから長躯

パイプラインを引いて持ってくる。それを日本は

どうするか。ウラジオストクから日本海を 800km

渡ってパイプラインを持ってくるのか。それで余

ったサハリンのガスを、サハリンからやはりパイ

プラインを引いて持ってくるのか。いずれのオプ

ションでも、いまの日本におけるガス需要を考え

たら、両方ともこういったようなガスをパイプラ

インで持ってくることを考える時代に来たなと
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いう気がいたします。 

さっきちょっと言った水素で運んでくるとい

うコンセプト。これは千代田加工建設のグラフを

ちょっと借りてきたものです。非常におもしろい

アイデアなのです。メチルシクロヘキサンという

石油派生物であるトルエンに、水素をくっつけて、

化学反応をさせて凝縮させ、凍らせて運んでくる。

その凝縮率は落ちますけれども、それでもかなり

の凝縮率になって、それを産油国で水素だけにし

て、ＣＯ2 は地下に埋めてもらえばクリーンエネ

ルギーになるわけです。それを持ってきて、今度

は触媒で離して、水素を燃やし、発電に使う。水

素エコノミーというと、どうしても燃料電池車が

使う世界を想像してきたのですけれども、この世

界は、それで輸送コストが安くなる。かつ貯蔵も

できるのですね。常温常圧で液体なものですから、

普通の石油タンカーで運べる。かつ石油タンクに

貯蔵できるという、非常に大きなメリットがあり

まして、逆に、今度は水素を取り出した後でトル

エンにしてまた船に乗せて戻せばいいわけで、ト

ルエンが行ったり来たりしているうちに、この水

素が運べる。こういうプランなのです。 

これによって、燃料電池車の 50 倍、100 倍と

いう巨大な量の需要が起こる可能性があります

ので、そうなると今度は、いままでなかなかイン

フラ投資が進まなかったために、燃料電池車が進

まなかったわけなんですけれども、このアイデア

を使うと、うまくそういうことが進むインフラが

できて、逆に今度はそのインフラができれば、余

った電力、風力とか、太陽光を使って水を電解し

て水素にして、ということで、グリッドをつなが

ないで、水素の形で電気をためて、こういう水素

インフラに入れていく。こういう道も開けるとい

う、非常におもしろいことが起こりそうなアイデ

アなのです。これも一種、ガスを運んでくるもの

の多様化を進める 1つの道だと思いますので、う

まくいくとおもしろいなと。千代田さんによりま

すと、来年の初めにはパイロットプラントができ

るというぐらいのところまで来ている技術のよ

うでございます。 

それから、これもＩＥＡの事務局長のマリアが

説明した図なので、一々細かいことは申しません

けれども、パワーシフト、要するに電力がこれか

らの時代を決めると先ほど冒頭に申しましたけ

れども、エネルギーは電力になるのですね。それ

で、それがどこで起こるかと言えば、やっぱり圧

倒的にインド、中国においてすべての電力源、特

に石炭を使わざるを得ないので、ここでＣＣＳを

使わないと、二酸化炭素を減らすという目的から

すると非常に苦しいことになっていくわけです。

すべての電力源を使って、特に中国、インドで巨

大な電力投資が起こるということです。 

日本についてＩＥＡは何を言ったかというと、

このグラフも彼女は説明しましたけれども、まあ

再生エネルギー、緑の部分がガッと増えて、電源

のうち 25％、約 4 分の 1 ぐらいまで再生エネル

ギーになります。いま、原子力がとまっているの

で石油を燃やしていますけれども、これは非常に

コストが高いので、これは徐々に減っていく。 

原子力は、ＩＥＡのこのニューポリシーシナリ

オにおける見立ては、再稼働を徐々にでも進めて

いって、2020 年ごろには、約 2 割ぐらいまで回

復する。それが、今度は再生エネルギーが立ち上

がってくると、少しずつ減っていって、15％ぐら

いまでに落ちる。こういう絵なのですね。これは、

新しく新規の原子力発電所の立地というのは難

しいだろうということで、40 年という年齢が来

たところで徐々に廃炉になるにしても、2035 年

までは徐々にそういう意味ではフェーズアウト

が起こっていく。そういうことをベースにしてつ

くられた絵であります。 

欧州の再生エネルギー導入の失敗に学べ 

その原子力、電力の問題については、ドイツが

原子力をフェーズアウトすると、一体どうやって

やるかということがよく言われます。まず省エネ

をやり、それから再生エネルギーを倍増以上にし、

それから石炭を減らしてガスを増やさないと二

酸化炭素が増えてしまいますので、そういうオプ

ションをとるのですが、こうなれば当たり前です

けれども、ロシアに対するガス依存というのが増

えてしまうという問題が起こりますね。 

それから、リニューアブル、再生エネルギーを

増やすと、これはアウトルックにはなかった図で

すけれども、ＩＥＡの報告なのですが、Feed-in 

Tariff（フィードインタリフ）が日本でも始まり

ましたけれども、それを使うと一体、どういう問

題が起こるか。そのデザインを間違えるとバブル

が起こってしまう、これがその図なのです。特に、

価格をコストに合わせて徐々に徐々に落として

いかなければいけないですね。当初、45 ユーロ

セント/kＷhぐらいあった値段をコストに合わせ

て半年とか 1年に一遍ずつ下げていくと、下げる

寸前に、当たり前ですけれども、駆け込み需要が

ポーンと起こる。特に、去年の暮れあたりに巨大

な需要が起こって大変なことになったわけであ

ります。したがって、どうしても価格設定なり、
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変化の仕方でバブルが起こってしまうので、いか

にそういうことの起こらないようにフィードイ

ンタリフなり、市場をデザインするかというのが

重要なんだよ、というのが強制買い取り制度の問

題だということなのです。 

それで、ＩＥＡも今回のアウトルックの中で、

どのくらい将来フィードインタリフがあるんだ

ろうという計算をしているのです。それがこの図

であります。すでに既存設備でコミットしたのが、

約 960 billon ですから、9,600 億ドル、それに

加えて、さらに今後 2035 年までにコミットして

いくのが2兆6,000億というぐらいに出てまいり

まして、全部で 3.5 兆ドルというお金がかかりま

す。そのうえに、バイオフューエルの 1.2 兆ドル

が乗っかって、全部で 4.8 兆ドルという巨大なお

金が再生エネルギーにはかかる、というふうに言

っているのです。 

それから、フィードインタリフだけではなくて、

ドイツが再生エネルギーを使える裏には、隣の国

とつながっているというのも重要でありまして、

原子力ももちろんやめておりますから、再生エネ

ルギーも使いますし、隣から買ってくるというの

も非常時には重要なのですが、こういう形で、こ

れはちょっと古いときの図ですけれども、電力網

がヨーロッパ内で発達していることがドイツを

して再生エネルギーの利用、それから原子力から

のフェーズアウトを可能にしているということ

ですね。 

ただ、いまドイツの問題は、風力をバルト海で

やって、南の産業地帯に運んでこなくてはいけな

いのですが、そのグリッドが十分でないものです

から、これを構築していくと大変なコストがかか

るという問題。いま現在でもそういうことが起こ

っていて、そうすると、隣の国のグリッドを使っ

て南へ運んでいるわけですね。ですから、隣の国

がえらい過剰を起こして、勘弁してくれと、ヨー

ロッパ全体のことで考えてくれないと、自分の都

合だけでやられると非常に迷惑するんだよね、と

言って怒っているわけです。ヨーロッパはつなが

っていることによって、そういうメリットも受け

るけれども、逆にデメリットも起こってしまう。 

ヨーロッパの中で特異なのはイベリア半島で

ありまして、実はフランスとスペインとの間が十

分つながっていないのですね。そのためにスペイ

ンはポルトガルとの間では非常にうまく連携し

て、またモロッコともつながったりしているので

すが、スペインが大量にソーラー、それからウイ

ンドを導入したのは皆様ご存じのとおりなので

すが、つながっていないために逆に今度、バック

アップが必要になりまして、そのためにガス発電

を大量に導入しました。風力、太陽光と同じキャ

パシティーのガス発電を持つ国なのです。非常に

稼働率は低いですから、大変なコスト増になる。

フィードインタリフもべらぼうに高い値段を設

定したものですから、これのコストもある。 

結局、何が起こったかというと、国民に負担を

減らすために、政府が介入して消費者価格を下げ

させたのですね。その買取価格との差額、または

ガス発電のための補償ということで、政府が差を

補償したために、いまスペインが国の公的債務問

題で大変苦労していますけれども、スペインの公

的債務の何と 4％は、この再生エネルギーの利用

から来たと言われているのです。ですから、使い

方を間違えると、日本だって、不良債権のうちの

べらぼうな量がこういうところで使われてしま

うというリスクはある、ということは十分考えな

くてはいけない。我々、よく「福島の失敗に学べ」

とか、原子力の世界では言われるのですが、「再

生エネルギーの失敗に学べ」というのは、このス

ペインとかドイツの事例をみると明らかであり

まして、いまの日本のフィードインタリフ制度と

いうのは、あまりにも勉強してないんじゃないか

なあと思わざるを得ない。 

これが 1つの事例ですけれども、ＩＥＡが実際、

再生エネルギーがどのぐらい日本で入り得るか、

世界で入り得るかというのを計算した図です。ヨ

ーロッパ、デンマークが例えば 60％に対して、

日本はどんなにこれをやっても、電源のうちいい

ところ 19％ではないか。こういうことなのです

ね。これはやっぱり隣の国とつながっていない。

国内の中のマーケットもきちっとできていない。

それから東西の系統線の連携も悪い、これがＩＥ

Ａが常に問題にすることです。マリア・ファン・

デル・フーフェン事務局長も日本に来て、「この

50 ヘルツ、60 ヘルツ問題を何とかしないと日本

はどうにもなりませんぞ。こんな国は世界中、先

進国にはありません」と言ったんですが、残念な

がら日本政府はここまでやる気になってないの

ですね。 

発送電分離など制度改革を 

僕は常にこれは指摘しているのは、全部一遍に

発電機を取りかえれば、それは 10 兆円かかりま

すけれども、東側が基本的に発電機の数が少ない

ですから、東側の50ヘルツを60に変えるのです。

50でも 60でも発電できるデュアルの発電機とい

うのがあるのですね。Ｊ－ＰＯＷＥＲが富士川の

流域で 1つ水力発電所を持っていまして、これは
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西にも、東にも電気を出せるようになっている。

これは小さな発電機ですけれども両用なのです

ね。したがって、それを大きくしたものを東側で、

徐々に徐々に古くなっていった機械をそれでリ

プレースしていけば、10 年後ぐらいには、全部

の東側の発電機が 50、60 両用でリプレースされ

て、「さあ、あしたから変えましょう、あしたか

ら 60にしましょう」といって変えればいい。 

需要家が困るだろうという議論。もちろん家電

製品はどっちでもいけますから、別にスイッチ 1

本でいいのですが、需要家の、要するに産業界が

困るだろうと言うのです。それは困るんですけれ

ども、10年あげて、計画して、徐々に 10年後に

そうなりますよ、そう言っておけば、そのぐらい

の準備は産業界、十分できるのではないか。その

追加的なコストは、50、60 併用機を入れること

ですから、そのコストというのは、恐らく 10 兆

円なんてことはあり得ない。もっとはるかに安い。

やる気になればできる。ただし、やるのはいま決

めないとできないということですね。いま決めて

10 年後にそれをやるというふうにしないと、絶

対に起こらない。いまの再生エネルギーの利用の

ためにも、僕は発送電分離というのは絶対必要だ

と思っていますが、発送電分離とあわせて、こう

いう制度改革、システム改革をしておかないと、

残念ながら機を逸してしまうという気がします。 

よく、中部と東京電力の間を直流高圧送電でも

っとつなげば大丈夫ですと、これは技術的には確

かにそれでもいける話かもしれないのです。だけ

れども、いままでそれが起きなかった。やはりそ

の議論は、この 50、60 ヘルツという分割された

電力市場をそのまま維持したい人の議論なので

す。本当に競争したくないからそう言う、という

ことだとしか僕は思えないわけでありまして、競

争したくない人は、とにかく競争を防ぐために何

をやるかということを考える。技術的にこうやれ

ばできると言うんですけれども、やはり再生エネ

ルギーの利用とか、より分散型のシステムを広く

使っていく。それから自由に供給先を選べるため

には、やはり 1つに統一して、きれいなマーケッ

トをつくることが、ヨーロッパの例をみてもそう

ですし、アメリカの例をみてもそうですし、これ

はどうしても必要なことではないか。それをいま

決めないと、二度とできないというふうに私は思

います。 

ＩＥＡのレポートに戻りますけれども、計算を

した電力コストなのです。これをみると明らかな

ように、日本はヨーロッパ、米国、中国と比べて

非常に高い。アメリカは安いシェールガスを使う

から安いのですね。中国は安い石炭を使うから安

いのですね。ＥＵはそれに比べるとやはりリニュ

ーアブルをたくさん使う、再生エネルギーを使う

から高くなります。日本は、さっきのＩＥＡの図

のように、原子力は徐々に減っていく、リニュー

アブルをがんがん増やす。それからガスも使わな

ければならないということで、電力料金が非常に

高くなります。これはやっぱり産業にとってもマ

イナスだろうと思います。ヨーロッパの中でも、

やっぱりリニューアブルを大量に使うドイツは

高いのです。原子力を使っているフランスは安い。

これはもう絵をみれば明らかでありまして、再生

エネルギーのコストと、それからドイツについて

は、ネットワークに投資するコストが非常に高い

ということはもう明らかであります。日本がドイ

ツと同じような道をとればこうなる。もっと悪く

なってしまう。こういった事実をきちっと消費者

に言わないで、さあ再生エネルギーだけやりまし

ょうというのは、これは片手落ちの議論ではない

かと思います。 

特に、ジャーナリズムはそれをきちっと伝える

責任があるのにもかかわらず、僕は十分伝えてな

いのではないか、何となく感情論で国民に判断さ

せようとしているのではないかという意味では、

日本記者クラブの果たすべき役割は、ものすごく

大きいと思います。 

原子力は、さっき 6割伸びると言いましたけれ

ども、各国別に振り分けたのがこの図であります。

ＩＥＡのアウトルックでも、中国とかロシア、イ

ンドとか、そういった途上国を中心に、やっぱり

需要は増えていきます。ということで、トータル

ジェネレーションは 6割増えるという、去年の数

字が 7割増えるという話だったので、それよりち

ょっと減りましたけれども、ただし相当な増加は

当然起こるとＩＥＡはみているわけですね。 

その場合に、日本はどういうふうにすべきか。

私はある程度の原子力というのは当然残さざる

を得ないし、ＩＥＡの前に閣僚会議が去年 10 月

ごろありました。私もそれに出ましたけれども、

そのとき、ＩＥＡの大臣から「別に我々どの国も

日本に原子力をやめろなんて、一言も言ってませ

んよ。それよりはむしろ安全に原子力を続けてほ

しい。そのために、ぜひしてほしいことがありま

す。それは福島事故の教訓をぜひみんなとシェア

してください。そうすれば、世界中の原子力がよ

り安全になるはずです」というふうに言われまし

て、全くそのとおりだと思ったのですが。 

今回、いろんな事故調が報告していますけれど

も、 近、やっぱり明確なのは、これは人災だっ
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たということなのですね。本来防げたはずだとい

うのが僕は結論だと思います。ただし、何が人災

だったかというのは、オペレーターのレベルもあ

りましょうし、東電のマネジメントもありましょ

う。それから政治もありましょう、それから官僚、

役人ですね、規制委員会、エネルギー庁含めて、

保安院の間違いというのも当然ある。一体どこに

間違いがあったかをきちっと明らかにし、それが

どうして同じように太平洋岸にあった女川、それ

から福島第二、それから東海第二発電所が、きわ

どいときはあったにせよ、そういうものを防ぎ得

たか、メルトダウンを防ぎ得たかという差をつけ

れば、差別的に説明できるような事実を明らかに

すれば、そこにレッスンがあるんだというふうに

思います。 

そういった意味で、大前研一さんが 近書いた

本は非常に僕は役に立つと思いました。やっぱり

専門家がきちっと、一体何が事故の原因だったの

かを責任を持って書いて、それの反省文を書かな

いと、やっぱり国民はわからないのではないかと

思います。僕は、そういう責任が、“原子力ムラ”

の人にはあるように思います。 

新世代炉のメリット 

それから、これは聞かれたことがないかもしれ

ないので、追加しているのですが、これは新しい

4世代炉の話です。Integral Fast Reactor(イン

テグラル・ファースト・リアクター)といいます。

これは統合炉、統合型高速炉と言うのです。何が

統合されているかといいますと、左側にあります

高速炉、これはナトリウムを減速剤に使う炉なん

ですが、その隣に Pyroprocessing(パイロプロセ

シング)という、電解をして、金属精錬をする再

処理施設が炉のそばについているんですね。した

がって、燃料が酸化物燃料といわれる、いまのも

んじゅ、六ヶ所型とは違って、金属精錬というこ

とで六ヶ所とも違うんですが、そういう違った体

系の 4世代炉なんです。これは、アメリカのアル

ゴンヌ国立ラボラトリー（Argonne National 

Laboratory）で、すでに 1960 年代に研究されて、

80 年の終わりには、それなりにやれるようにな

ったのですね。ところが、アメリカは商業再処理

を禁止しましたので、これは全くフライしなかっ

たのですが、ジェネラルエレクトリック（ＧＥ）

がこの炉を実際に商業炉にするためのデザイン

をしておりまして、これはＰＲＩＳＭ炉というも

のです。 

何がこのメリットかといいますと、普通の再処

理と違って、施設の中をぐるぐる回るので外にプ

ルトニウムが出ないのです。したがって核不拡散

性が高いと言われています。それから、このナト

リウム炉は、パッシブセーフティー、全電源喪失

になっても自動的にとまるという実証をされて

いるんです。それから、ものすごく大きいのは、

この図にもありますけれども、 後に出てくる

終的な高レベル廃棄物が 300 年で天然ウラン並

みの放射能に落ちる。10万年とか 30万年ではな

くて、300 年で落ちる、と言われています。 

300 年ということですから、そうすると人間の

管理する能力下に入ってくるのですね。したがっ

て、いまは大きな問題になっていますが、 終的

な処分地がない、安定的な地層処分する場所がな

いのではないかという議論がありますけれども、

300 年置いておくのなら、それはあり得る話にな

るかもしれない。 

いま、この技術をめぐって、熱心にこれを進め

ようとしている国が 2つありまして、1つはイギ

リスです。イギリスはまだ決めていませんけれど

も、やはり再処理から出て余ったプルトニウムを

どうやってか燃やさないといけないのですが、そ

の燃やすときに、インテグラル・ファースト・リ

アクターが使えないか、というふうに考え始めて

います。 

もう 1つの国は韓国です。もともと、この炉を

開発した人はチャン（Y.I.Chang）さんといいま

して、韓国からアメリカに帰化した人です。アメ

リカのアルゴンヌ研究所にまだいらっしゃいま

すけれども、彼は韓国と一緒に協力をして、韓国

政府はすでにもうこれを国策として進める努力

をしています。 

韓国の狙いは何かというと、韓国も使用済み燃

料がプールの中に大量にたまってきまして、早く

処理しないと困る状態になるのは日本と全く同

じなのですが、残念ながら日本と違い、韓国は再

処理を許されていないわけですね。この炉は核不

拡散性が高いから、「アメリカよ、これを韓国に

認めてくれ」と言っているわけです。 

これは、2014 年には起こる可能性があります。

なぜかというと、2014 年に米国と韓国の間の原

子力協定の改定があるからでありまして、そのと

き韓国は、この炉によってアメリカからオーケー

をとりたい。日本と同じように再処理をやりたい、

と思っているわけです。 

果たしてアメリカが許すかどうか。これは非常

に大きな問題です。再処理をやるということは、

プルトニウムをつくる、まあプロセスから出てこ

ないにしても、プルトニウムをつくるということ
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であり、核兵器をつくる能力を持つということで

ありますから、それを朝鮮半島に認めるかどうか

というのは非常に大きなジオポリティカルな決

断になりますので、そう簡単ではないと思います

けれども、もし日本が、このとき、「もう原子力

はやめています。やめました」と言ったら何が起

こるかということなのです。 

それは、おそらくアメリカは、「じゃあ、わか

りました。それでは日本はもう原子力をやる気が

ない、再処理もやる気がないということであるん

なら、もう韓国とやります」と言うかもしれませ

んね。僕はこれがアーミテージとかジョー・ナイ

が、「日本は一流国であることをやめるのか」と

言ったことの裏にあるのではないかというふう

に想像するのです。具体的に意図しているかどう

かわかりませんけれども、日本が原子力をやめる

ということはそういうことなのです。それは日本

にとっていいことなのか、ということを我々は考

えなければいけないということだと思います。 

具体的な事例を引かないと、なかなかあの議論

はわかりにくいので、こういう形で、皆様に言わ

せていただきました。僕はある会議に参加したと

きにこういう問題意識を持ちましたので、ちょっ

と細かい技術的な話なのですけれども。 

エネルギー安全保障の一般論に戻りますと、少

し時間オーバーしましたのでやめますが、基本的

にできるだけダイバーシファイ（多様化）する、と

いうのがエネルギーの安全保障ですけれども、こ

の図でみれば明らかなように、ヨーロッパという

のは、みんなの国をつなげて、様子が異なるポー

トフォリオミックスを持っている国をパイプラ

インでつなぎ、グリッドでつないで大きな 1つの

市場にし、セキュリティを上げているわけですね。 

ＥＵ27 カ国、下から 2 番目のグラフをみれば

明らかなように、みんながつながると自給率50％

で、自然エネルギーと化石燃料と原子力がうまく

バランスするわけであります。つながってないフ

ランスは必死で原子力をやらなければいけない

わけですね。それから、単独でみれば、もしフラ

ンスが隣とつながってないとすれば、やっぱり原

子力をやっていかなくてはいかん。ドイツがやめ

られるのも、隣に原子力をやっているフランスが

あるからなのであります。 

アジアにも集団的エネルギー安保体制を 

日本と韓国が、全くつながらない状態で原子力

をやめたら、もうほとんど自殺行為だというのは、

これをみればよくわかります。これをみただけで、

原子力についての判断、それは安全保障上の判断

というのはできると思うのですけれども、では、

アジアにおいて一体どうすればいいかというこ

となのです。ヨーロッパがやっているのは、ある

意味では集団的なエネルギー安全保障でありま

す。隣の国とパイプラインをつなぐ、グリッドを

つなぐ、集団的にお互いに非常時には融通し合う、

または再生エネルギーも使い勝手をよくする。こ

ういった形でヨーロッパはやっているわけです

から、日本を含むアジアも同じように考えるべき

ではないかというのが、ちょっと中長期な問題意

識です。 

パイプラインをみれば明らかですけれども、ヨ

ーロッパはロシアから大量に買っていますけれ

ども、それに加えて、カスピ海からロシアを通ら

ないルートをやったり、それからウクライナとか、

そういうものをバイパスするために、バルト海に

つくってみたり、それから大量にＬＮＧ基地をつ

くる、こういうことをやっているので、基本的に

価格をある程度競争的なものにすることができ

るわけですね。 

それから、電力については、国内はもちろんの

こと、北アフリカとつなぐというＤＥＳＥＲＴＥ

Ｃ（デザーテック）という構想。もちろんコスト

がかかりますからなかなか簡単ではありません

けれども、そういう構想も持っている。ＡＳＥＡ

Ｎも、やはり電力線をつなぐ構想は当然あります

し、現にできているところもあります。パイプラ

インもつなぐという構想は当然あるわけで、ＡＳ

ＥＡＮも進んでいるわけです。 

日本の中でみると、さっきの電力はよくつなが

ってないという話もしましたけれども、ガスパイ

プラインも同じように、まだまだ国内全体をつな

ぐパイプラインもないので、仙台と新潟がつなが

っていたために、仙台のＬＮＧ基地が震災でやら

れても、新潟から運んで助かったという事例が現

に津波の世界で起こりました。太平洋岸と日本海

側をつなぐパイプラインを大量に持っておくと

いうのは、たぶんセキュリティ上、日本にとって

重要なことなのです。ですから、ガスを配ってい

くだけではなくて、いざというときのためにも日

本の中のガスパイプライン網を整備する必要が

あるし、それができれば逆に、今度ロシアとパイ

プラインをつないで、日本の中に供給するという

のも大いに可能性としては出てくる、こういうこ

とだろうというふうに思います。 

北東アジアでもガスインフラをつくったらい

いというアイデアは、あるガスパイプラインフォ

ーラムというのが、モンゴル、ロシア、中国、日
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本、韓国の間で随分、過去何回も議論をして、こ

んな図ができているのです。ところが昔は点線だ

らけだったのが、いま、実線になっているのはみ

んな中国でありまして、相変わらず日本の周り、

韓国も含めて点線ばっかりなので、これをいかに

実線に変えていくか、実現させていくかという、

その政治的意思が非常に重要だろうと思います。 

孫正義さんが言っている Asia Super Grid（ア

ジアスーパーグリッド）。これは電力線をつなぐ

話ですけれども、ロシアとの間で、ロシアからも、

私も昔セーチンさんという副首相に言われまし

たけれども、「ロシアはパイプラインもさること

ながら、電気を売りたいんだよ。東シベリアに山

のように可能性のある電気があるんだからさ、こ

れをぜひグリッドをつないで買ってください」、

こういう議論がありました。それも 1つの方法だ

ろうと思います。 

それから、韓国との間に電力線を結ぶというの

は、お互いにいざというときに融通し合うという

のは非常に重要な政策なので、これも僕はやった

らいいのではないかと思います。それがさらに広

がっていけば、孫さんのようなアジアワイドのグ

リッドラインになる。これもまた非常にビジョナ

リーですけれども、おもしろい構想だと思います。 

9 月 14 日に革新的エネルギー戦略が決まりま

したけれども、私は、どうしてもこの政策が正し

くないと思わざるを得ないのは、1つは、少なく

とも 30 年代ではあるけれども、原発をゼロにし

ようと言ってしまうと、やはりいろんな交渉上非

常に不利になる、まずできないことは言うべきで

ないという気もいたします。 

それから、グローバルなことで、アメリカで何

が起こっている、中国はどうしようとしている、

ロシアは何を考えている、原子力技術でいま世界

はどう動いている、こういったことを全く考えず

に、国内の原発が怖い、放射能が危ないという話

だけで決めてしまうのは、あまりにも片手落ちな

エネルギー政策ではないかと思うのです。世界の

視点を欠いている。短期でいえば、イラン危機が

起こるかもしれない。そのときどうするのか。再

稼働していなくて大丈夫なのか。 

特に、中部電力はいまカタールから、大体自分

のＬＮＧのうちの 6 割を買っているわけですか

ら、電源のうち 4割が何とカタール頼みなのです。

もしホルムズ海峡がとまると、備蓄はガスの 20

日分から 1カ月分ぐらいしかありませんから、途

端に中京工業地帯は大停電に陥ってしまう。こう

いった問題が起こるわけですね。浜岡を動かさな

いのであれば、西日本の原発を再稼働して、そこ

に非常時には供給できるような体制をつくって

おかないと、トヨタやら重要な産業施設のある中

京工業地帯というのは非常に苦しいことになり

ますから、これは大変なのです。そういった問題

を考えていないのではないですか。 

それから、原子力というのは世界ではやっぱり

基幹的エネルギーであり続けると思われますの

で、この人たちに安全にやってもらうために、日

本が安全な技術、安全な規制、そういったものを

持っていないと、そちらにリードすることは難し

いだろうと思います。さっき言ったように、新し

いタイプの 4世代のインテグラル・ファースト・

リアクターみたいなものを日本が進めていかな

いと、世界への貢献ができないのではないかと思

うのです。 

ガスも、北米から買ってくればいいよと、これ

は簡単なのですが、なかなかそうはいかない。ロ

シアとの関係、その他いろんなものを使いながら、

うまくガスを買ってくるという戦略が要ります。 

それから、50－60 の電力市場の問題です。ス

ペインの失敗の話、50－60 ヘルツの問題、こう

いったようなこと。 

それから、アジア全体で一体セキュリティをど

う考えるか、こういった視点を持ったうえで、検

討したうえで、国内でエネルギーミックスをどう

するかというのを考えるべきであって、これを欠

いたままでは意味がないのではないか。 

結論ですけれども、特にジャーナリストの方々

へのお願いは、これから総選挙に向かって日本が

どういったエネルギーミックスをとるのかとい

う重大な決断を国民がしなくてはいけない。それ

には、やはり原発ゼロにした場合のコスト、リス

ク、それから代替プランのための必要なコスト、

それから世界で一体何が起こっているのか、こう

いったものをすべて理解したうえで投票所に行

ってもらわないと、極めて危ない決断をすること

になるのではないか。そういうことを国民に十分

知らしめているのだろうかというと、僕は、あま

りしていないのではないかと思うのです。それを

ぜひお願いをしたいということで、こういう機会

を今回与えられたのはいいタイミングだったと

思います。ぜひよろしくお願いをしたいと思いま

す。きょうはありがとうございました。 

≪質疑応答≫ 

司会 どうもありがとうございました。非常に

広範なお話になりまして、追加でいくつかお伺い
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しようと思ったテーマについても田中さんみず

からおっしゃってくださったので、フロアからの

質問を受けたいと思います。 

 

質問 原子力ではトリウムをやればいいとい

う人がよくいるんですが。 

 

田中 トリウムサイクルも 1 つの方法だと思

います。トリウムは、確かにプルトニウムをつく

らないという意味では非常に核不拡散性が高い

技術であります。かつ、トリウムが非常に大量に

産出されるインドでは、真剣にトリウム炉を研究

しているという話を聞いたことがあります。ただ

し、トリウム炉は、全く新しい技術で、溶融塩炉

を使う新しい技術なのもですから、一から研究し

なければいけないという問題と、もう 1つ大きな

問題は、いまのインテグラル・ファースト・リア

クター（統合炉）と比べますと、統合炉は、既存

の軽水炉から出てくる使用済み燃料を原料にし

て回せるのです。ところが、トリウム炉はそうは

いきませんから、いまの問題の解決にはならない

のです。代替案としてはあり得ますけれども、い

ま世界中が持っている軽水炉から出てくる使用

済み燃料をどうするかというところには解決の

答えを出さない。いまのいろいろな 4世代炉を比

べてみますと、この統合炉が も有望ではないか。

日本は日立がＧＥと組んでいるわけですから、そ

こにそういう技術的なものを求める可能性もあ

りますし、それから、もんじゅというのは、同じ

ナトリウム炉なので、もんじゅを使って金属燃料

である統合炉の燃料の実験をするということも

可能なのです。 

確かに、再処理は違ったメカニズムですから、

日本は、フランス型の科学的なＡＲＥＶＡのメソ

ドロジーを使っているわけですけれども、これも

40 年たてば、おのずと古くなってしまいますの

で、次のことを考えなくてはいけないときに、も

し世界がこの統合炉のほうに動いていくなら、日

本もやっておいたほうがいい。確かにトリウム炉

も、それが物になるなら、僕はやっていく意味が

あると思いますけれども、おそらくこれをやる国

があるとすると、インドなので、インドがそれを

進めていくのをみているというのが、とりあえず

日本にとっては得な戦略ではないか、という気が

いたします。 

 

司会 現状では、アメリカというか北米が、あ

る種の孤立した化石燃料市場になっているがゆ

えに、ガスの値段が安いだけではなく、例えば米

国産のＷＴＩ原油の価格も中東産のドバイ原油

よりバレル当たりだいたい 20 ドル近くも安いよ

うな状況です。世界の地域間の価格の乖離で、現

状ではアメリカだけが得をしているような状況

ですよね。一般的なグローバルマーケットの中で、

アメリカだけ異質な価格形成になっていますが、

これは相当程度、長期化するというふうにお考え

でしょうか。 

 

田中 確かにＩＥＡも、徐々に徐々にではある

けれども、例えばＬＮＧがコモディティー化して

――まだＬＮＧというのは、実はトータルのガス

消費のうちの 1割しかないですね。パイプライン

も入れて 2割か 3割ぐらいですから、もともと大

した量ではないので、それが世界の値段を決める

わけにはいかない、という状態があります。それ

がもっと増えていけば、確かに値段全体がコンバ

ージュ（収れん）していく可能性はあります。 

アメリカの値段は、確かにいまは安いんですけ

れども、需要も当然起こってきますし、発電の世

界でも、原子力よりガスが安い。再生エネルギー

より安い。石炭はＣＯ2 が出るから危ない。専ら

ガスにいこうとしていますので、そんな中でガス

の値段というのは当然上がらざるを得ないと思

うんですね。 

したがって、全体に収れんしていく方向ではな

いかと思いますけれども、それにはまだしばらく

時間がかかるだろうと思います。いろんな経済要

素もありますので、その時々でも動いていきます

ので、確かなことはいえないのですけれども、ま

だ少し時間がかかるだろうと思います。 

ただ、日本も、さっき価格構成をみましたけれ

ども、北米でガスを液化するサービスに対してフ

ィーを払って、もともとのベースはヘンリー・ハ

ブの値段で買ってくる、こういう契約をしつつあ

りますので、それをすれば、いまよりは相当安く

なるはずですから、こういったものが日本のマー

ケットに入ってくると、今度はほかの国にも影響

を当然与えるはずですよね。そういう話は、すで

にＢＰが関電に出す場合、そういったヘンリー・

ハブの値段を導入するような価格、コントラクト

しようとしているという話もあるぐらいですか

ら、影響がすでに出ています。ロシアももし日本

に売るとなると、それをある程度勘案せざるを得

ないと思いますので、多様なものをいろんな形で

持つ。かつ今度はロシアから逆に電力線で持って

くるとか、それからパイプラインで持ってくると
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なるともっと安い可能性があります。そういった

ものもやれば、全体の値段は、いまのようなもの

が続くということではないだろうと思います。 

 

司会 ロシアについてですが、数年前までロシ

アは石油にしろ天然ガスにしろ、かなり売り手市

場的な強気な対応を続け、なおかつ資源供給と政

治を絡めるようなことがいろいろありました。例

えば丹波実さん（元駐ロシア大使）あたりは、中

東依存を減らしてロシア依存を高めるのは、逆に

セキュリティに反するという意見をおっしゃっ

ていましたけれども、シェールガス革命によって、

これが変わってきたのでしょうか。いまヨーロッ

パ市場で起こりつつあるように、価格について買

い手の側がバーゲニングパワーを相対的に強め

ている。中国も数年前ならいくら高くても買うと

言っていたのが、簡単にロシアからガスを買わな

くなり、中国側はほかにもチャンネルがあるぞと

強気になっている。こう変わってきて、資源の供

給チャンネルが多様化したことによって、ロシア

が売り手市場の強みを失い、ロシアの相対的なバ

ーゲニングパワーが低下しているように見えま

す。これが日本にとって、1つのチャンスだ、と

考えてよろしいのですか。 

 

田中 全くおっしゃるとおりだと思います。ア

メリカが大量にＬＮＧを輸入すると言われてい

たために、ロシアはシュトックマンを開発して掘

ろうとしたんですけれども、それがなくなってし

まったので、やめてしまいましたよね。ですから、

ことほどさように、アメリカがどういうマーケッ

トになるか、どういう状況になるかによって大き

く世界が変わるのは事実。 

中国も、国内にシェールガスとか炭酸メタンを

持っていますから、これをおれたちがやるぞと言

っているわけですね。水が足りなくなるという議

論ももちろんありますし、リスクは必ずしもうま

くいっているわけではないかもしれませんです

が、国内で持っているわけですね。ですから、こ

ういうものをやったうえで、自分たちはこれでで

きる、おまえらはこれと同じ値段で売れ、必ずそ

う言うはずですから、いまの値段のままでは、経

済的にも非常に苦しいので、そういうことではな

いと思います。 

それから、ヨーロッパもおっしゃるとおり、ポ

ーランドは非常に熱心にガスの開発を進めてい

ますので、そういった意味では、世界中で変化が

起こっている。ロシア自身も、昔はシェールガス

は危険だ、環境に悪い影響を及ぼす悪いガスで、

おれたちのほうがいいガスだ、こう言っていたん

ですが、 近、それを言わなくなったんです。さ

すがにシェールガスのゴールデンエイジが起こ

っているので、彼ら自身も、シェールガスの可能

性について、国内でも研究しているのではないか

というふうに思われます。国際石油資本と組んで、

そういうものの開発すらやろうとしていますの

で、世界はだいぶ変わってきて、売り手市場であ

ったものを――ドイツも特に原発をやめるので、

これから高いガスを買うと、経済的に非常に苦し

い状態になりますし、電力会社は、「もしロシア

がまけてくれないなら、もうＬＮＧを買うよ」と

必ず言うので、そういう交渉をみても、ロシアも

それはある程度フレキシブルにならざるを得な

いわけです。日本も、こういうときにロシアとの

間でできるだけ自分に都合のいい契約をしてい

くというのは非常に重要だと思うし、僕は、チャ

ンスだろうという気がしますけどね。 

 

質問 日本は、原爆こそ持っていないけど、そ

れ以外のものはみんな持っていると思うんです。

特に、再処理をできるということ。こういう立場

というのは、韓国がのどから手が出るぐらい欲し

いことだと思うんです。だけど、いまの政権のや

り方とか、国を挙げて脱原発競争とかをやってい

る。こういうことが続いているうちに、日米原子

力協定の改定の時期が近づいている。いまの政権

が続いたら、どうなるか。私、とっても心配だっ

たんだけど、まあ、たぶん今度政権が代わるから、

それで日米原子力協定は何としても更新しなく

てはいけないと思うんですが、その辺の見通しを。 

 

田中 見通しはわかりませんけれども、おっし

ゃっているのは、全くそのとおりだと思います。

これは私どもの先輩が大変苦労して、日本に取り

込んだ大変な特権であります。再処理をするとい

うことは、おっしゃるとおり、プルトニウムをつ

くり出すということですから、核兵器能力を持つ

ということではあります。 

ただ、日本に許されたのは、広島、長崎を経験

して、唯一の被爆国として平和利用に徹する、こ

れはさすがに日本だからそうだろうとみんな思

っているわけでありまして、そういう国だから許

されたという面もあります。それは不幸ではあり

ますけれども、それを使って日本はこの特権を手

に入れたわけです。それを維持していく、維持発

展させていく、日本の技術が、核不拡散、それか
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ら安全な運用にも大変重要な技術ですし、それか

らＩＡＥＡに事務局長が日本から出ているのも、

それは日本の核不拡散への努力が世界的に認め

られているからだと思うんですね。 

ですから、そういうことを考えると、世界の中

で尊敬され、かつ貢献できる技術としての原子力

を保持するということは日本にとって、日本の外

交、国の安全保障にとって極めて重要なことだと

思います。やはりこれをやめてしまうというと、

隣の国からなめられる、これはしようがないです。

ですから、我々が原爆を持つ意思とは関係ないの

だと思うのです。我々は持たないと決めているわ

けですから、そうではなくて、隣の国が、日本は

持とうと思えば持てるかもしれないと思われる

ことが重要なので、そういう状態をつくっておく

ということは、日本の外交にとっても極めて重要

だというのは、みんな思っていることであります。 

その中で、日米原子力協定というのはそのキー

になる協定でありますから、これをぜひ維持すべ

きだと私も思います。ただし、そのためには日本

が原子力技術を保持して、これからも核不拡散に

向けて平和的利用にコミットしていかないと、た

ぶんアメリカは認めないのではないか、というリ

スクはあると思うんですね。 

さっき言ったインテグラル・ファースト・リア

クターの事例は、まさにそれを具体的に示すもの

でございます。こういうことも起こってしまうと

いうことを考えながら、僕は、今回の福島事故で、

もし何かいいことがあったとすれば、いままで日

本は、政治家もそうですけれども、電力会社も国

民に対して原子力のリスクというのはどのぐら

い大きいかということはあまり説明せずに来た。

平和利用に徹して、「安全かつ安い電力が原子力

でございます」という説明でとりあえず済ませて

きてしまったわけです。幸いにもそれで済んでき

たのですが、ついに福島で、そういうことではな

くて、でかいリスクを伴うんだということがわか

ったわけです。逆にそれはチャンスであって、じ

ゃ、そのリスクとともに、それに倍するメリット

として、こういうことがあるんだ、外交上のポイ

ントも含めて、国民に理解してもらう、またはそ

れの覚悟を求めるチャンスである。 

政治家は、国民のアンケート調査に丸投げする

のではなくて、みずからそれを議論して、国民だ

ってなかなかわからないわけですから、難しい問

題であることは間違いないのですけれども、政治

家はそれを咀嚼して、議論して、国民にこうしよ

うと言う義務が、僕はあるような気がいたします。

それがまだできていないというふうなご発言で

ありましたけれども、全くそのとおりで、そうい

う意味で、非常に重要なチャンスだというふうに

私は思います。 

 

質問 私自身もエネルギー安全保障上、原子力

というのは必ずオプションとして残すべきだと

思っております。きょう田中さんのお話で非常に

よくわかりました。 

勇気づけられましたが、しかし、先ほど述べら

れましたように、衆議院選挙で、「脱原発」だと

か何々とか言っております。30 年後だとか、先

のわからないことを、わからないから余計空想の

ように言っているのでしょう。私自身が素人です

が、自分自身で考えるのは、この間、ある新聞に

書いてあったように、北海道の泊原発のあたりで

は、非常に人家も少なくて、地元の人はどういう

理由か知りませんが、お金がおりるからかもしれ

ませんが、ここを残してもいいんじゃないの、と

いうようなことを言っているような気もします。

日本の狭い国土の中でも、じゃ、どこの原発を残

すのかというようなお話は、田中さんのテリトリ

ーじゃないかもしれませんが、一カ所に、あそこ

の駿河湾のように集めますと、やはりちょっと怖

いような気もします。北海道に 1基とか、2基と

か 3基、あるいは東北、下北か、それから九州だ

とか、それから、ブロックに拠点をちょっと残す

とかですね。 

それから、原発をやめるとかやめないとかいっ

たって、そこに使用済み燃料があるわけですから、

この使用済み燃料はどこへ行くのか。素人が考え

ましても、日本のどこかの地層に、全然わからな

いところに埋めるなんていうことはたぶん絶対

できそうにないんですね。原発の敷地内に残すし

かないんじゃないかと思うんです。いずれにして

も、そういうセキュリティ上、日本原電の国策上

の原発は残すとか。田中さんのお仕事の範疇から

出るかもしれませんが、安全という、国民が非常

に心配していることからも考えて、どれぐらい減

らし、どことどこをどういう形で残したらいいの

か、思いつきでも結構ですから、教えていただけ

ませんか。 

 

田中 いや思いつきではなかなか言いにくい

んですが、おっしゃるとおり、安全に対する国民

の懸念があるのは、全くそのとおりなので、これ

にこたえていかなくてはいけないのですが、ただ、

先日、僕は浜岡原発へ行って、海抜 18ｍの巨大

防波堤といいますか、防波壁をみてきました。そ
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れよりびっくりしたのは、浜岡の中に、高台に、

免震構造を持ったガスタービン発電機を 4 発も

つくろうとしているんですね。つまり、原発の中

にタービン発電所をつくる、そういうことまでし

ている。大変なコストと努力をして、全電源喪失

に陥らないようにしているわけですね。これって、

すごい大変なことをやっているなと思ってびっ

くりしたんです。僕は、防波堤を見に行ったんで

すけど、そっちにびっくりしました。 

今後は、免震型の原子炉ですらつくろうと思え

ばつくれる時代が来るんですね。免震塔が助かっ

たように、地震に対してはそういうものをやって

おくことでかなり安全を上げることもできます。

確かに、津波に対しては非常用電源がなくなった

というか、電源が喪失してしまった。これも考え

てみれば、アメリカが 9.11、同時多発テロのと

きに各国に対して、テロによる全電源喪失に対し

て準備しろと、Ｂ5b といわれるやつですが、そ

ういう要請をしたのに対して、経済産業省、保安

院が、日本にはテロがない、日本は絶対電源喪失

はあり得ない、という安全基準もあると言って断

ったと。これも明らかに人為的ミスもいいところ

ですよね。 

何を間違えたのかというのをきちっと説明を

する。それが、大前さんの本の中にも随分たくさ

ん具体的に写真入りで出てきていましたけれど

も、ああいうことを説明することが、それぞれの

原発で、一体それぞれが何をすれば福島と同じも

のが起こっても防げるのかということになるの

だと思うんですね。ですから、それをまずしてみ

せることが、国民に、これも安全ですという確信

を持たせる方法ではないかと思います。 

新しくこことここ、こういうふうにつくってい

ったらいいと、これはなかなか難しいんだろうと

思うんです、とりあえずは。リスクは同じところ

に置いておいたほうがいいかもしれないし、逆に

分散させたほうがいい。両方の議論があり得るん

ですが、確かに原子力は日本中にあるわけですか

ら、それを適当なところにつくって、万が一何か

事故が起こったときに、そこから避難する。そこ

を遮断する。そういうような非常事態に対する備

えもしたうえで、そういう説得をしていくという

ことなんだろうと思うんですね。いままでそれを

十分していなかったために、それはまた国がいま

までのシステムですと、全部事業者が 100％責任

を持つといういまの原賠法の体制になっていま

すけれども、これもいずれ変えざるを得ないだろ

う。国がやっぱり面倒をみざるを得ないだろうと

思うんですね。ある一定以上は。そういったもの

をだれが責任を持つかということであるとか、そ

ういったものを変えていくことによって、投資の

インセンティブを確保しつつ、安全に対する国の

責任も明らかにする。こういう制度改革をしてい

かないと、なかなか原子力を日本でさらに続け、

拡大するということは難しいように思います。 

 

司会 先ほどの日米の話に戻るのですが、数カ

月前、日米協定締結にかつて尽力された遠藤哲也

さんがここにお越しになって、そのときに、日本

の再処理能力を、国内だけではなくて国際的に活

用できないかと提言されたのです。国内の原発が

いずれ段階的に減るとすれば、これから原子力が

増える可能性があるベトナムとか、そういうとこ

ろへの燃料供給機能を日本が持つという、日本の

再処理施設の機能の国際化ですね、その可能性に

ついては、どうお考えでしょうか。 

 

田中 やはり日本の再処理施設、それから高速

増殖炉、要するに核燃料サイクル施設が世界的な

核不拡散フレームワークの中で使われていくと

いうのは、非常に重要だと僕は思うんですね。商

業用再処理を世界的に、非核兵器保有国で認めら

れているのは日本だけですから、そういった特権

を使いながら、出てきた使用済み燃料を、例えば

ベトナムに原子力発電所を輸出しました。そこで

使った燃料から出てきた使用済み燃料を日本が

引き取ります、そこで再処理をして、そこから出

てきたプルトニウムをもう一度使った燃料をつ

くるか、日本の国内で使ってしまうかは別にして、

後に残るごみ、廃棄物はアメリカに持っていっ

て処理してもらう、これもあり得るんですよね。

日本の中で処理することができなければ。アメリ

カはユッカマウンテンの後の高レベル廃棄物処

理場の構想として、カールスバッドというニュー

メキシコ州にあります岩塩層を使った施設がも

うすでにあるんですね。そこも国際協力でいずれ

使っていくというようなこともちょこっと言っ

ていたことがある。これはどういうインプリケー

ションかなと思って私は考えると、もし韓国に―

―これは全く私の想像ですけど、韓国との間で、

原子力協定を改定したときに、再処理を認めない

というのなら、韓国が困る使用済み燃料をアメリ

カが引き取るということはあり得ると思うんで

す。カールスバッドにおいて、これはあり得る話

だと思うんですよ。そうしないと韓国は困ってし

まいますからね。 

日本は、そうではなくて、再処理を認められて
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いるわけですから、みずから処理をすればいいん

ですが、そうなると、今度、韓国から使用済み燃

料を持ってきて、日本で処理してあげて、 後の

ごみをアメリカに持っていくとか、ベトナムとの

間でやるとか、いろんな国際的な核不拡散メカニ

ズムの中で日本が果たせる役割があると思うん

です。そのためには、技術を維持していく、そう

いう能力を維持していく、 新のアプローチを

我々が持っているということがものすごく重要

です。また逆に、いま問題になっている、原子力

の問題はウランの問題ではなくて、技術者とか、

テクニシャンが足りなくなるという話ですから、

そういった若い人たちも、将来夢のある原子力技

術に対してコミットしていくこともできるんじ

ゃないかと思います。 

何かそういう国際的な役割を日本の中につく

っていくというのはものすごく重要なことだと

いうふうに私は思います。 

 

司会 どうもありがとうございました。それで

は、予定の時刻になりましたので、本日の田中伸

男さんの会見をこれで終わりたいと思います。 

（文責・編集部）
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ポスト福島のエネルギー安全保障戦略

２０１２年版IEA世界エネルギー見通しを踏まえて



新興国の動向が新興国の動向が
世界のエネルギー市場を左右世界のエネルギー市場を左右

世界の一次エネルギー需要におけるシェア

中国、インド、中東の生活水準向上に支えられ、
世界のエネルギー需要は 2035年までに 1/3以上増加
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天然ガスと再生エネルギー増が対応
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米国における石油・ガス状況の変容米国における石油・ガス状況の変容

米国における石油・ガス生産（ 1980年-2035年）

非在来型石油・ガス生産の急増が及ぼす影響は、米国内にとどまらない
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イラクの石油生産は急拡大へイラクの石油生産は急拡大へ

イラクの石油生産量

イラクは 2035年までの世界の石油生産の増加量の 45％を占め、
2030年代までには、ロシアを抜き世界第 2位の石油輸出国へ
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中東の石油がアジアへ中東の石油がアジアへ: : 新たなシルクロード新たなシルクロード

中東からの石油輸出（仕向け地域別）

2035年までに、中東産石油の 90％近くがアジアへ輸出される。
北米の純輸出地域としての台頭がこの東方シフトを加速
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天然ガス天然ガス::グローバル化した市場に向けてグローバル化した市場に向けて
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天然ガス天然ガス::グローバル化した市場に向けてグローバル化した市場に向けて

非在来型ガス及び LNGの供給増により、取引の流れの多様化が促され、
在来型ガス供給者や石油リンクの価格メカニズムに変化の圧力

2010年現在のガス貿易の主な流れ2035年時点のガス貿易の主な流れ
IEA WEO 2012
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地域によって石油、ガス輸入依存度のト地域によって石油、ガス輸入依存度のト
レンドは異なるレンドは異なる

多くの国で石油・ガスの輸入依存が増す方向にあるなか
米国はその流れに逆行。

Net oil & gas import dependency in selected countries 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G
as

Oil

United States

China

India

European Union

Japan & Korea

ASEAN

2010

2035

IEA WEO 2012

天
然
ガ
ス
輸
入

天
然
ガ
ス
輸
出

石油 輸入

9



イラン制裁とホルムズ海峡
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複合危機－原油高騰と国債崩落

* イラン危機の勃発 （ホルムズ海峡封鎖）

* 原油価格の高騰、2倍（1バレル160ドル）になる可能性あり

* 日本の経常収支が赤字化

* 2011年の経常収支黒字 9兆円

* 2011年の原油輸入額 1850億ドル （約15兆円）

* 原油価格が倍になれば、経常収支は6兆円の赤字に（？）

* 原発の稼働がほとんどなければ、さらに悪化し赤字は１２兆円。

* 日本財政への信認崩壊

* 経常収支黒字が投資家（海外、国内）の信認の基礎

* 経常赤字（または赤字化の予想）は資本逃避を引き起こす

* 電力危機が、製造業の海外脱出を加速

⇒ 財政への信認をさらに悪化させる
11



Where is the RED LINE ?

イランが原爆一個
の必要量の２０％
濃縮ウランを製造
する第二ステージ
は来春遅くも夏ま
でに終わる。（２０１
２年9月27日 ナタ

ニエフ イスラエル
首相国連演説）
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第一次石油ショックの供給途絶は4.3mbd。 第二次が5.6mbd。 ホルムズ封鎖は１３mbd.



ＩＥＡは１９７４年
第一次石油危
機を契機として
設立されたが、
今後は中国イン
ドの取り込みが
課題。
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国際的エネルギー安全保障の将来



IEAIEAの戦略石油備蓄放出が今後とも市場に同様の影響を与え続けるには緊急時におけの戦略石油備蓄放出が今後とも市場に同様の影響を与え続けるには緊急時におけ
る中印などの新興国との協力が不可欠。る中印などの新興国との協力が不可欠。 米国の備蓄義務量は減少？米国の備蓄義務量は減少？
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２０世紀型のエネルギー安全保障は石油の安定供給であった。
キッシンジャーの作ったIEAはこのままでは機能しなくなる？
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シェールガス革命による天然ガス供給国のシェールガス革命による天然ガス供給国の
多様化はセキュリティを向上させる多様化はセキュリティを向上させる
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国際的なガス価格比較
日本の輸入価格はどうしたら下がるのか
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1. ガスのソース、ルート、モード（パイプライン、水素）の多様化
2. ガス消費国連合 （フォーミュラ改訂、仕向地自由化）
3. 原子力発電の活用
4. 国内電力ガス市場改革にようる競争強化



IEA WEO2012
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北東アジアにとってのロシア：日本の輸入多角化に寄与

* 中東依存度低減の多様化オプション

* 価格上昇抑制の交渉材料

日本の国別原油輸入数量の推移

（出所）財務省貿易統計より作成

日本の国別LNG輸入数量の推移
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Overseas Investments by Chinese  National Oil Companies: Assessing the Drivers and 
Impacts 20



Figure 8.15 Major gas fields and supply infrastructure in Russia
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２．“スマートシティ”への展開例 

 水素は、①低排出・資源循環（※）、②高い災害対応力、③新技術・産業創出、の実現に大きく寄与。  
 水素の大量輸送・長期貯蔵技術は、“スマートシティ”を支えるエネルギーインフラとして不可欠。 
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MCH 

太陽光発電 
風力発電 

・水素混焼 
 ／専焼発電 

都市ガス 

物流施設 港湾施設 

MCH 

鉄鋼 

化学 石油 

MCH 

エネルギー貯蔵 

輸送船／観光船 

水素／CNG 
ステーション 

・FCV 
・CNG混焼 

工業（京浜臨海） 

家庭（港北ニュータウン） 

物流（横浜港周辺） 

商業（みなみらい21） 

エネルギー（京浜臨海） 

水素供給 
（大型脱水素） 

戸建／マンション 

・化学原料 

・水素還元 

・脱硫／分解 

・未利用熱 

電力 

・ハイタン 

・余剰電力貯蔵 
・非常用発電 

分散電源 

分散電源 

・CO2再資源化 
（CO2 + H2） 

グリーン水素 
（水力／風力／太陽熱） 

クリーン水素 
（CCS） 

・FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 
・水素混焼GHP 

地域冷暖房 

・混焼／純水素型 
 ボイラー、冷凍機 

・混焼／純水素型
コジェネ 

・非常用発電 
・畜エネ 

・混合／純水素型 
 燃料電池（FC) 

・FCﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ 
・水素混焼搬送機械 

・脱水素装置搭載船 
・FC / 水素混焼ｴﾝｼﾞﾝ 

MCH 

自家用車 

バス 

トラック 
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商業施設 
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（小型実証機） 
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MCH 

MCH 

MCH 

※低排出：CO2／NOx／PM；資源循環：CO2／熱／電力 

＊用語註： MCH=メチルシクロヘキサン FC＝燃料電池 FCV＝燃料電池自動車 GHP=ガスヒートポンプ 

列車（鶴見線） 

・脱水素装置搭載 
・FC 、水素混焼ｴﾝｼﾞﾝ 

水素経済のルネッサンス

メチルシクロヘキサン（MCH）の活用による水素輸送と貯蔵革命
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新興国の需要により、世界の電力需要は 70％増加し、
新規発電設備の半分を再生可能エネルギーが占める

2010年から2035年における発電量の変化
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日日本の電源構成: 再生可能エネルギーと
エネルギー効率化が主導
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原子力は２０２０年までに２０％に回復するが、その後２０３５年に１５％まで減少。
その穴を埋めるのは、再生可能エネルギー （水力含む）の

３倍増、LNGの引き続き高い輸入依存、そしてエネルギー効率化

IEA WEO 2012
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ドイツの脱原発とCO2削減の両立のためには再生可
能エネルギーの倍増と１６０億立米のガス輸入が必要
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強制買い取り価格(FIT)の問題点；ドイツの実験

Key point: Gap between incentives and costs and 
large, one-off tariff decreases can trigger “sales rush”
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再生可能エネルギーの多様な便益は再生可能エネルギーの多様な便益は
コストを伴うコストを伴う

再生可能エネルギー向け補助金は 2011年に 880億ドルに上り、
2035年までに必要とされる 4.8兆ドルのうち半分以上は、既存のあるいは2020年の目

標に必要とされるプロジェクト向けにすでに決まっている

世界の再生可能エネルギー向け補助金
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$150

$200

$250

2011 2015 2020 2025 2030 2035

10億

2012-2035

$960 billion

$2 600 billion

$1 200 billion

既存設備

電力:

2011-2035
バイオ燃料:

IEA WEO 2012
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Power Grid Connection in Europe
Physical energy flows between European countries, 2008 (GWh)

Source: ENTSO-E
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再生可能エネルギー導入の技術的ポテンシャル

 日本は技術的なポテンシャルとして再生可能エネルギーを１９％まで導入できるが、これ
を達成するには、送電網の強化や市場設計の見直しが必要。さらに高めるには柔軟なバックア
ップ電源、蓄電、国際系統連繫も必要。 29



日本では電力系統網の周波数統一が課題

地域・事業者・発電種別設備容量と地域間連系線

国内のエネルギー市場が一層統合されることで、変動型の再生エネルギー発電
利用を拡大しつつ、供給の安定性及び経済効率性が確保される。

Source: 資源エネルギー庁、電気事業連合会、電力系統利用協議会、 ＩＥＡ算定

５０hz

６０hz
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地域により差異の大きい電力価格地域により差異の大きい電力価格

電力価格は上昇の見込み 。
EUや日本で最も高い水準が続き、比べて中国や米国はかなり低い推移となる

2035年における家庭用電力平均価格
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About 1/5 of German pretax price for electricity was due to renewables. 12% in 
Italy, 11% in UK and 4% in France.

IEA WEO2012

電力料金は欧州の中でも差が見られる
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THE POTENTIAL OF DECENTRALISED SYSTEMES

Source: Cities, Towns and Renewable Energy, IEA (2009)

“ Yes in My Front Yard ”
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世界は原子力を使い続ける。

IEA WEO2012

In aggregate, world nuclear capacity reaches 580GW in 2035, 50GW lower from 
2011 WEO.  Production rises from 2756TWh to 4370TWh, almost 60% increase, 
though the share in total generation falls from 13% to 12%. 34



福島事故の教訓
* 国際的に共有すべき原則的教訓

* 安全文化の確立。 想定外のものを想定する。 （津波、全電源喪失、テロ、大規模電源喪失）

* 過酷事故に対する深層防護、同一事象による危機 （common cause failure）、 複合災害など
への準備。 安全に加えテロ対策への重点化。（Safety and Security)。

* なぜ他の発電所 （福島第二、女川、東海第二）で防げた事故が、福島第一発電所で防げな
かったのかを明らかにすべし。 その条件を満たす原子炉を再稼動。

* 安全性を確立する措置

* 「人災であり、防げたはず。」 （畑村政府事故調委員長、 国会事故調報告 ）

* NRC, IAEA などとの国際協力。 共同委員会によるピアレビューなど。 国際的サイクルメカニズ
ム。 失われた信頼回復措置。（安心対策）

* 安全の科学的判断のためのNRC型独立規制委員会の必要性。（安全対策）

* 安全規制の透明性、プライオリティ付け、バックフィットなど。

* 電力供給の安定性確立

* 発電所の分散と集中のバランス

* 系統線連携強化、５０ｈｚ・６０ｈｚ問題、国際連係

* それでも災害が起こってしまってからの回復措置

* 米国で同じことが起こったらどうだったのか？ FEMA型緊急時対応組織。 専門スタッフの訓練
育成。 原子力技術への自衛隊の参加。 現場力。 スマートメーターによる停電回避。
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Integral Fast Reactor and Pyroprocessing

IFR has features as Inexhaustible Energy Supply ,Inherent Passive Safety ,Long-term 
Waste Management Solution , Proliferation-Resistance , Economic Fuel Cycle Closure.

Dr. YOON IL CHANG
Argonne National Laboratory 
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Dr. YOON IL CHANG
Argonne National Laboratory 37



Self sufficiency 
=inland production / tpes 
(2010 estimates)
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EU 27
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ASEAN

エネルギー安全保障＝多様性の維持。
自給率とエネルギーミックス

エネルギー自給率の低い（国内エネルギー資源が乏しい）国においては、原子力は重要なオプション
38



ロシア以外からのパイプライン 

ＬＮＧ基地（建設中・計画中） 

ＬＮＧ基地（2000年以降運開） 

ＬＮＧ基地（1999年までに運開） 

ロシアからのパイプライン 

現在 

欧州のガスパイプライン網
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中東北アフリアと欧州のグリッド接続。 デザーテック計画は“Energy 
for Peace”と呼ばれ、２１世紀のエネルギー安全保障のビジョンとなり

うる。

Source: DESRETEC Foundation 40



ASEAN が敷設または計画中の系統線連繫
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ASEAN is working on Gas Pipeline System.ASEAN is working on Gas Pipeline System.

Figure 15.16  The Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)
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日本のガスパイプライン網
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北東アジアガスインフラ構想
北東アジアガスパイプラインフォーラム
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革新的エネルギー・環境戦略
9月14日 エネルギー・環境会議決定

* ３０年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を
投入する。

* ４０年運転制限制。 原子力規制委員会の安全確認を得たものの
み再稼働。原発の新設・増設は行わない。

* グリーンエネルギー革命の実現

* ２０３０年までに節電１０％、省エネ１９％

* 再生可能エネルギー３倍 （水力を除き８倍）

* 次世代自動車、メタンハイドレート、水素、CCS、などの技術開発

* LNGガス火力などによる安定供給、コジェネ利用拡大

* 電力システム改革 （発送電分離、系統強化など）

* 国際エネルギー情勢を将来にわたって正確に見通すことは極め
て困難。 いかなる変化が生じても柔軟に対応。
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革新的エネルギー環境戦略の問題点は
世界の視点を欠いていることにある。

短期のイラン危機へのシナリオを欠く

原子力は世界で基幹的エネルギー源であり
続ける
天然ガス調達の多様化(北米 LNG + ロシア

Pipeline )と価格問題

再生可能エネルギーと電力市場の限界：スペ
インの失敗や５０−６０ヘルツ問題

アジアの長期的エネルギーセキュリティのビ
ジョンの欠如
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２１世紀のエネルギー安全保障は短期的危機対応ととも２１世紀のエネルギー安全保障は短期的危機対応ととも
に持続可能な電力供給のための多様な電源の確保。に持続可能な電力供給のための多様な電源の確保。

イラン危機対策としての原子炉再稼働を急げ。緊急時シナリオの準備。

中長期的に世界でも安全確保を前提に原子力は重要なオプションであり続
ける。福島の失敗の教訓を世界と共有すべし。

再生可能エネルギーは分散型システム。 固定価格買取り制度とともに電
力系統網の強化、周波数の統一及びロシア韓国との系統接続、発送電分離な
ど電力市場改革が必要。

中期的にはガスの黄金時代。米国、カナダ、豪州からのLNG輸入多様化。
ロシアとのガスパイプライン接続も。国内パイプラインの整備。

技術によるセキュリティー向上を追求すべき。高効率太陽光、IFRなど新
型原子炉、スマートグリッド、次世代自動車、蓄電、超電導送電、水素関
連、メタンハイドレート、次世代CCSなど。

中国、ASEAN、インドなどと経済連携が進む中で新しいエネルギー安全保
障枠組みなど多層的エネルギー安全保障外交の推進。北東アジアエネルギー
安全保障フォーラム構想。 IEAは地域間調整機能
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